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背景（１） Sequence Symmetry Analysis (SSA)
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– イベントが発現した対象(ケース）自身をコントロールとする自
己対照研究デザインの一つ

– 曝露とイベントの両方を経験している者（曝露ケース）を対象と
し、曝露⇒イベントの順で発生した対象者数を、イベント⇒曝
露の順で発生した対象者数で除することで、粗順序比 (Crude 
sequence ratio, CSR) を算出する

– 粗順序比について、観察期間中の曝露/イベントの発生傾向
を調整した、調整順序比 (Adjusted Sequence Ratio, ASR) を効
果指標とする

– 観察期間中に変化しない時間非依存性因子の影響は調整さ
れ、ASRは曝露期間と非曝露期間におけるイベント発生率比
に近似される

(Hallas, Epidemiology, 1996)
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背景（２） 目的と調査テーマ

• 目的

– レセプトデータにSSAを適用し、陽性対照（既知の曝露/イ
ベントの組み合わせ）および陰性対照（因果関係がないと
考えられる曝露/イベントの組み合わせ）について適切なシ
グナルを検出できるかを評価する

• 調査テーマ
陽性対照：

「オランザピンと脂質異常症」

陰性対照：

「アリピプラゾールと脂質異常症」

「スクラルファートと脂質異常症」
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方法（1） データソース及び対象集団

データソース
• （株）日本医療データセンター (JMDC) のレセプトデータ
（調剤レセプト）

• データ期間：2005年1月～2010年12月（「アリピプラゾールと脂質異
常症」のみ2006年6月～2010年12月)

対象集団
– 適格基準

 追跡開始より3か月以上（Run-in-period）の追跡期間のある者

 追跡期間中に、曝露およびイベントをそれぞれ１度以上経験して
おり（曝露ケース）、追跡開始より3か月間を除いた観察期間中
に曝露の初回発生日およびイベントの初回発現日が含まれてい
る症例

– 除外基準
 曝露とイベントの初回発生（発現）日が同一日である症例
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方法（２）曝露・イベントの定義

– 曝露（オランザピン、アリピプラゾール、スクラ
ルファートの使用）

• レセプトデータにおける対象医薬品の調剤

– イベント（脂質異常症の発現）

• レセプトデータにおける脂質異常症治療薬（HMG-
CoA還元酵素阻害薬、フィブラート系薬剤等）いず
れかの調剤
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方法（３） 統計解析

• 主要解析

– 曝露⇒イベントの順で発生している患者数を、イベント⇒曝
露の順で発生している患者数で除すことによりCSR (rc) を算
出

– 曝露とイベントの観察期間内における分布に基づき、無効
果順序比 (NSR, rn) を算出

– CSRをNSRで除する事より、ASR (ra = rc/rn)の点推定値を算出
し、さらに二項分布に基づく95%信頼区間を算出

• 感度解析

– 曝露とイベントの前後関係を評価する時間的間隔の上限を
、90、180、360日以内とする
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方法（４） 適切なシグナルの定義

• 陽性対照

– ASRの95％信頼区間下限が1.0を超えた場合に、適

切な正のシグナル（有意なリスク上昇）を検出でき
たと判定する

• 陰性対照

– ASRの信頼区間に帰無仮説である1.0が含まれている

場合、シグナルは検出されず、適切な結果が得られた
と判定する
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 「オランザピンと脂質異常症」

結果（１） 陽性対照（リスク指標）

期間
対象者合

計
曝露＝
イベント

曝露⇒
イベント

イベント
⇒曝露

ＣＳＲ ＮＳＲ ＡＳＲ (95％信頼区間)

対象期間全体（～1961
日) 105

9

63 33 1.91 0.91 2.10 (1.36-3.30)

｜曝露－イベント｜
≦90日 24 13 2 6.50 0.98 6.64 (1.50-60.56) 

｜曝露－イベント｜
≦180日 43 26 8 3.25 0.95 3.42 (1.50-8.74) 

｜曝露－イベント｜
≦360日 66 41 16 2.56 0.92 2.79 (1.53-5.32)



件数

間隔（日）

イベント⇒曝露 曝露⇒イベント
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 「オランザピンと脂質異常症」

結果（２） 陽性対照（曝露からイベントまで間隔の分布）



平成 年 月 日26 10 12 11日本薬剤疫学会第20回学術総会

結果（３） 陰性対照（リスク指標）

期間 対象者合計
曝露＝
イベント

曝露→
イベント

イベント
→曝露

ＣＳＲ ＮＳＲ ＡＳＲ (95％信頼区間)

対象期間全体（～1384日) 99
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47 45 1.04 0.89 1.17 (0.76-1.81)
｜曝露－イベント｜≦90日 24 10 7 1.43 0.99 1.44 (0.49-4.45)
｜曝露－イベント｜≦180
日

41 18 16 1.13 0.98 1.15 (0.55-2.41)

｜曝露－イベント｜≦360
日

55 24 24 1.00 0.95 1.15 (0.57-1.94)

期間 対象者合計
曝露＝
イベント

曝露→
イベント

イベント
→曝露

ＣＳＲ ＮＳＲ ＡＳＲ (95％信頼区間)

対象期間全体（～1946日） 259

23

133 103 1.29 1.20 1.07 (0.82-1.40)
｜曝露－イベント｜≦90日 69 18 28 0.64 1.01 0.64 (0.33-1.20)
｜曝露－イベント｜≦180
日

99 36 39 0.92 1.02 0.91 (0.56-1.46)

｜曝露－イベント｜≦360
日

147 63 61 1.03 1.03 1.00 (0.70-1.46)

 「アリピプラゾールと脂質異常症」

 「スクラルファートと脂質異常症」



件数

間隔（日）

イベント⇒曝露 曝露⇒イベント
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 「アリピプラゾールと脂質異常症」

結果（４） 陰性対照（曝露からイベントまで間隔の分布）



件数

間隔（日）

イベント⇒曝露 曝露⇒イベント

平成 年 月 日26 10 12 13日本薬剤疫学会第20回学術総会

 「スクラルファートと脂質異常症」

結果（５） 陰性対照（曝露からイベントまで間隔の分布）
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考察（１） 陽性対照について

• 「オランザピンと脂質異常症」

– 主要解析・感度解析ともに有意なリスク上昇を認めた

⇒陽性対照として適切なシグナルが検出された

– 曝露とイベントの間隔上限を90日とした場合、ASR 6.64という
強い因果関係を示唆する結果が得られた

⇒リスク期間を３ヶ月とした、統合失調症患者におけるオラン
ザピンによる脂質異常症発現リスクを評価したネスティッド
症例対照研究において、4.65というオッズ比が得られてい
る

⇒シグナル検出だけではなく、ASRによる相対リスク推定に活
用できる可能性
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(Koro et al., Arch. Gen. Psychiatry, 2002)
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考察（２） 陰性対照について

• 「アリピプラゾールと脂質異常症」

– 主要解析・感度解析ともに1.0に近いASRが推定され、信頼区
間に1.0が含まれていた

⇒陰性対照として適切な結果が得られた

⇒アリピプラゾールはオランザピン等の非定型抗精神病薬と
比較し、脂質異常症発現リスクが低いという、これまでの知
見と矛盾しない

15日本薬剤疫学会第20回学術総会

• 「スクラルファートと脂質異常症」

– 主要解析・感度解析ともに信頼区間に1.0が含まれていた

⇒陰性対照として適切な結果が得られた

(Koro et al., Essent. Psychopharmacol., 2005)



• 陽性対照1例、陰性対照2例のみの検討であり、
SSAの有用性を評価するには不十分な例数

• 調剤レセプトのみを用いており、抗精神病薬を含め
た院内処方の情報が得られていない

• 脂質異常症のイベント定義の妥当性は検証されて
いない

⇒既知の有害事象については、予防投与がなされている
可能性がある
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考察（３） 本調査の限界



• SSAにより陽性対照および陰性対照として適切なシ

グナルを得ることができ、これらを区別することが
可能であった

• SSAは、時間非依存性因子を調整できるという自己

対照研究の利点を持ちつつ、曝露とイベントの時
間的前後関係についての情報のみを用いた簡便
な研究デザインであり、レセプトデータを用いたシ
グナル検出法として有用である可能性が示された
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考察（４） 結論



※本試行調査について含む報告書は、MIHARI
Projectホームページにて近日中に公開予定です
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ご清聴ありがとうございました
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